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教務所開所時間 平日 8：30～17：00 発行人／長浜教務所長 幽溪 浩 

２０１５年７月２３日開催の教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議にて、

下記の議案件について、原案どおり議決されたのでご報告します。 （告示第３号） 

記 

第 １ 号 ２０１４年度長浜教区教化事業報告 

第 ２ 号 ２０１４年度長浜教区事業費会計歳入歳出決算書 

第 ３ 号 ２０１４年度長浜教区共済特別会計収支計算書 

第 ４ 号 ２０１４年度長浜教区非常事態対策費会計収支計算書 

第 ５ 号 ２０１４年度長浜教務所員役宅整備特別会計収支計算書 

第 ６ 号 ２０１４年度長浜教区伝道車買換会計収支計算書 

第 ７ 号 ２０１４年度長浜教区運営積立金会計収支計算書 

第 ８ 号 ２０１４年度長浜教区長期総合整備計画積立金会計収支計算書 

第 ９ 号 ２０１４年度長浜教区図書購入積立金会計収支計算書 

第１０号 ２０１４年度長浜教区出版物会計収支計算書 

第１１号 ２０１４年度長浜教区災害救援特別会計収支計算書 

第１２号 ２０１４年度長浜教区青少幼年教化推進資金会計収支計算書 

第１３号 ２０１４年度長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別会計歳

入歳出決算書 

第１４号 ２０１５年度経常費の御依頼割当に関する件 

第１５号 ２０１５年度教区費の御依頼割当に関する件 

第１６号 ２０１５年度長浜教区教化事業計画 

第１７号 ２０１５年度長浜教区事業費会計歳入歳出予算 

第１８号 長浜教区・五村別院・長浜別院 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別会計収入支出総計画

変更並びに２０１５年度長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

特別会計歳入歳出予算 

第１９号 教区及び組の改編に係る機関設置に関する条例第１３条第１項第３号に定める委員委嘱への

同意及び、同条例第２２条に定める地方協議会委員就任の同意を求める件 

第２０号 長浜・五村別院建造物修復整備事業会計に関する件 

 ①２０１４年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出決算書 

 ②長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計規則の一部を改正する規則 

 ③長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計収入支出総計画変更 

 ④２０１５年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出予算 

２０１５年度 教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議開催 

宗祖親鸞聖人750回御遠忌長浜教区スローガン 

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 



 

      

 ２０１５年４月１日から６月３０日までに、２０１４年度の宗派経常費をご完納いた 

  だきましたご寺院をご披露し、心より御礼申し上げます。 

第１２組 嚴因寺 正恩寺 正覺寺   第１８組 景流寺 満德寺 光現寺 

 真廣寺     第２０組 玉泉寺   

第１４組 德明寺 願浄寺    第２１組 西光寺   

第１５組 大雲寺     第２３組 速満寺   

第１６組 蓮澤寺 恭敬寺 德満寺   第２４組 恩覺寺 殘景寺  

 浄願寺     敦 賀 組 髙照寺 意力寺 願浄寺 

第１７組 德藏寺 觀念寺 福順寺       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年度経常費完納御礼 

年間書注文の早期取りまとめを行っております。 

８８８８月月月月７７７７日日日日（（（（金金金金））））までにお申込の場合は、送料送料送料送料がががが無料無料無料無料になりますので、注文が

お済みでない方はお急ぎください！ 

７月中旬に各寺院へお送りした注文用紙にご記入いただき、郵送か FAX でお

申込みください。 

○取りまとめ対象 

『法語カレンダー』・『今日のことば』・『報恩講（2015年版）』・『真宗大谷派手帳』・ 

『真宗の生活』 

年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？ 

△写真は２０１４年版 

カレンダーです。 

【代務者任命】 

第２２組 西源寺 小江 義美  （２０１５年７月１８日 任命） 

第１６組 遍増寺 武田 良耀  （２０１５年７月２５日 任命） 以上 敬称略 

 

出版出版出版出版コーナーコーナーコーナーコーナーからからからから    

おおおお盆盆盆盆です 

お盆の冊子を教務所

にて２２２２割引割引割引割引きできできできでご用

意しております。 

おおおお盆盆盆盆    

2015年版 

60円→ 

48484848 円円円円    

なきなきなきなき人人人人をををを

しのんでしのんでしのんでしのんで    

100円→ 

88880000 円円円円    

○○○○    各組教務所長巡回資料各組教務所長巡回資料各組教務所長巡回資料各組教務所長巡回資料についてについてについてについて    

        ８８８８月上旬月上旬月上旬月上旬よりよりよりより実施実施実施実施のののの教務所長巡回教務所長巡回教務所長巡回教務所長巡回でのでのでのでの説明資料説明資料説明資料説明資料としてとしてとしてとして使用使用使用使用いたしますいたしますいたしますいたします。。。。２０１５２０１５２０１５２０１５年度長浜教区年度長浜教区年度長浜教区年度長浜教区

「「「「教務所長各組巡回連絡事項教務所長各組巡回連絡事項教務所長各組巡回連絡事項教務所長各組巡回連絡事項」」」」並並並並びにびにびにびに「「「「同朋新聞同朋新聞同朋新聞同朋新聞７７７７月号月号月号月号」」」」をををを寺院寺院寺院寺院とととと組門徒会員分組門徒会員分組門徒会員分組門徒会員分をををを同封同封同封同封しておりしておりしておりしており

ますますますます。。。。つきましてはおつきましてはおつきましてはおつきましてはお手数手数手数手数をおかけいたしますがをおかけいたしますがをおかけいたしますがをおかけいたしますが、、、、貴寺院貴寺院貴寺院貴寺院のののの組門徒会員組門徒会員組門徒会員組門徒会員のののの方方方方におにおにおにお渡渡渡渡しいただきしいただきしいただきしいただき

「「「「各組教務所長巡回各組教務所長巡回各組教務所長巡回各組教務所長巡回」」」」のののの折折折折にはにはにはには、、、、必必必必ずごずごずごずご持参持参持参持参くださるようおくださるようおくださるようおくださるようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

 



  東日本大震災復興支援物資（お米）ご提供のお願い 

 今年も被災地の方々に好評のお米をお届けします。引き続き教区内のご寺院・ご門 

 徒の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

▽ 提供期間 ２０１５年１０月１日（木）から１０月２５日（日）まで  

提供いただいた救援物資は１１月２日から５日に、復興支援物資搬送チーム、有志の方が

東北の被災地へ直接お届けします。 

  ▽ 提供場所  各組、各団体搬入指定場所にお届けください。 

※ 搬送場所については、次月の月報にてお知らせします。 

▽ 募  集    

・白   米 （今年収穫されたお米を白米に精米の上、ご提供ください。） 

※５kg入米袋は、各搬入指定場所もしくは教務所にあります。 

・復興支援金 （運搬にかかる経費としても使用いたします。） 

▽ 指定口座 (復興支援金専用) 

郵便振替口座  口座記号・番号 00920-4-225780 

加入者名    大谷派長浜教務所 

※ 金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。 

 

  ▽ お米を搬送（トラック運転）いただく方、被災者交流に同行いただける方を募集してお

ります。 

    ※ 詳細は、教務所までお問い合わせください。 

○ 宗教法人の会計年度終了後の提出書類について 

各宗教法人には、毎会計年度終了後４ヵ月以内に役員名簿及び財産目録等を作成し、所轄

庁たる県知事宛に提出することが義務づけられております。この期限までに提出されない場

合は、代表役員、もしくは代表役員代務者が１０万円以下の過料に処せられますのでご注意

ください。 

なお、提出書類の雛型は教務所にあります。記入方法等でご不明な点がございましたら教

務所にご連絡ください。 

≪届出書類の提出先≫（第１２組から第２４組） 

〒520-8577 大津市京町４－１－１ 滋賀県総務部総務課 私学･宗教法人・県立大学担当 

            電話 （077）528-3114 

（敦賀組）〒910-8580 福井市大手３－１７－１  福井県総務部情報公開・法制課  

 電話 （0776） 20-0246 

○ 五村別院夏中のご案内 

  ８月５日（水）から１０日（月）まで五村別院夏中をお勤めします。ぜひ、有縁の方お誘

いあわせのうえご参拝くださるようご案内申し上げます。 

 

○ ２０１５年 御正忌報恩講参拝のご案内 
本年も真宗本廟において、１１月２１日（土）午前１０時から「御正忌報恩講讃仰法要（音

楽法要）、１１月２１日(土)初逮夜から２８日（土）結願日中まで「御正忌報恩講」が厳修さ

れます。ぜひ、有縁の方お誘いあわせいただきご参詣ください。 

長浜 
東北 



長浜教区・両別院８月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

8/1(土) 14:00 組坊守会正副会長総会 教務所 

4(火) 

10:00 

13:00 

15:00 

教区･両別院御遠忌委員会「広報部会」 

正副組長・正副組門徒会長会 

宗会報告会 

教務所 

教務所 

教務所 

5(水) 13:00 五村別院夏中（～１０日） 五村別院 

7(金) 15:00 両別院離脱問題資料整理委員会 教務所 

8(土) 15:00 教務所長巡回（第１５組） 長浜別院 

10(月) 19:00 「指定同朋の会」教導･補導協議会 教務所 

12(水) 

10:30 

15:00 

御坊さんお勤め講習会 

教務所長巡回（第１２組） 

長浜別院 

眞廣寺 

17(月) 11:00 教務所長巡回（第１７組） 觀行寺 

18(火) 

10:00 

11:00 

 

教務所長巡回（第１８組） 

永代経祥月法要 

大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回（～２０日） 

養泉寺 

長浜別院 

 

19(水) 

9:30 

11:00 

19:30 

合唱団“花あかり”練習 

永代経祥月法要 

教務所長巡回（第１４組） 

長浜別院 

五村別院 

願浄寺 

20(木) 14:30 教務所長巡回（第２３組） 長應寺 

21(金) 

15:00 

19:30 

教務所長巡回（第２１組） 

教区部落問題研修会 

樂入寺 

教務所 

22(土) 

10:45 

15:00 

19:00 

教務所長巡回（第１３組） 

教務所長巡回（第２２組） 

教務所長巡回（第２４組） 

大久寺 

正賢寺 

來入寺 

23(日) 

9:00 

13:00 

教務所長巡回（第２０組） 

教務所長巡回（敦賀組） 

養本寺 

西雲寺 

26(水) 10:00 合唱団“花あかり”追弔会 長浜別院 

28(金) 19:00 暁天講座反省会 教務所 

30(日) 17:00 教務所長巡回（第１９組） 五村別院 

9/4(金) 10:30 教務所長巡回（第１６組） 浄願寺 

8(火) 19:00 聖教学習会 教務所 

9(水) 14:00 教区婦人会『総会』 教務所 

【同封書類】 

（１）教務所長各組巡回連絡事項 （２）同朋新聞7月号 （３）研修会案内チラシ  

（４）東日本大震災復興支援物資勧募依頼チラシ １部 （５）首都圏仏事代行チラシ 

（６）大谷専修学院建設寄付金依頼                     以上 

                      

教務所 事務休暇のお知らせ 

８月１２日（水）～１４日（金）夏季休暇とさせていただきます。  

緊急連絡先 （080）6184-3478 教務所プリペイド携帯電話〔期間中のみ通信可能〕 

 


